平成 30 年度 市町村保健師管理者能力育成研修事業

別添１

実 施 要 網 （全国２会場）
Ⅰ 研修目的、目標
１）目的
市町村の管理的立場の保健師が、効果的な保健活動を組織的に展開するために求められる能力や果たす
べき役割を理解し、地域住民の健康の保持・増進に貢献する資質の向上を図る。
２）目標
（１）我が国における地域保健の動向と、今後の課題について説明できる。
（２）市町村保健師管理者として、自組織及び保健活動ビジョンを踏まえて事業・施策をマネジメント
するための具体的方法を述べることができる。
（３）施策展開に必要な人事管理・人材育成を含むマネジメントのあり方について説明できる。
※「自治体保健師の標準的なキャリアラダー」の管理職保健師に向けた能力に係るキャリアラダー
における【１.政策策定と評価】
【３.人事管理】の B3 レベルの能力の獲得を目指す。専門的能力キ
ャリアラダーにおける【３.事業化・施策化のための活動】
【管理的活動】の A5 レベルの能力の獲
得を目指す。

Ⅱ 実施主体

Ⅲ 対象者

厚生労働省 健康局健康課 保健指導室

市町村に勤務する保健師で、管理者あるいは次期管理者として役割・機能を果たす者

Ⅳ 研修会の日程及び会場
開催地
集合研修（２日間）の日程
東京都
８月 23 日（木）9：25～17：00
８月 24 日（金）9：25～16：00
大阪府
８月 29 日（水）9：25～17：00
８月 30 日（木）9：25～16：00
（いずれの日も受付は 9：10～となります）

会場
コンベンションルーム AP 品川 9 階
東京都港区高輪 3-25-23
新大阪丸ビル別館貸し会議室 2-3 号室
大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-22

Ⅴ 研修内容
■事前学習（本研修は、遠隔講義受講及び準備資料の提出を行った上で受講することを前提とする。
）
研修内容
ねらい
【遠隔講義】約 40 分
行政経営を念頭においた組織概念、リーダーシッ
組織におけるリーダーシップとマネジメント
プ機能、マネジメント機能について説明できる
株式会社グローバルヘルスマネジメント研究所
所長 熊川 寿郎
【準備資料】
管理職保健師として、自組織における人事管理・
自治体情報（保健師数、人材育成状況等）
人材育成の現状と課題を把握し、地域のあるべき
活動のあるべき姿と施策・事業評価等
姿と保健活動ビジョンを踏まえて健康課題を解決
するためにどのようなマネジメント機能を果たし
ているか確認する
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■研修１日目
時間
9：10～
9：25～9：30
9：30～10：30
（60 分）

10：40～12：10
（90 分）
12：10～13：15
13：15～14：15
（60 分）

14：25～17：00
（155 分）

■研修２日目
時間
9：10～
9：25～9：30
9：30～10：30
（60 分）
10：35～11：35
（60 分）
11：35～12：35
12：35～15：00
（145 分）
15：00～15：30
（30 分）

15：30～15：50
（20 分）
15：50～16：00

研修内容

ねらい
受 付
開会 挨拶／オリエンテーション
【講義】
国の地域保健における動向
地域における保健活動の推進 と課題、市町村保健師管理者に
に向けて
求められる役割について説明
できる
【講義】
施策展開に必要な市町村保
市町村保健師管理者に必要な 健師管理者の機能と、必要な能
機能と能力
力について説明できる
昼休憩
【講義】
他職種の管理者等からみた、
保健師管理者への期待
管理的立場の保健師に求める
～他職種の立場から～
役割や行動について説明でき
る
【グループワークⅠ】
健康課題解決のために、管理
事業・施策における管理者と 者としての事業・施策のマネジ
してのマネジメントの現状
メントの現状について述べる
ことができる

研修内容

ねらい
受 付
オリエンテーション／前日の振り返り
【講義】
根拠（PDCA 等）に基づいた
根拠に基づく事業・施策の
事業・施策の展開について説明
展開
できる
【実践報告】
実践報告事例から、自組織に
事業・施策の展開における
おける事業・施策の展開につい
管理者のあり方
て、評価できる
昼休憩
【グループワークⅡ】
管理者としてのマネジメン
管理者としてのマネジメント トのあり方（具体的方法や果た
の今後のあり方
す役割等）について説明できる
【全体発表】
グループ内で様々な考え方
グループワークⅠⅡ
の集約・合意形成と、簡潔にま
結果の発表
とめること（プレゼン）の必要
性が説明できる
【まとめ】
今後の実践に活かす保健師
管理者としてのあり方を説明
できる
アンケート記入・閉会

講師

厚生労働省
健康局健康課
保健指導室
国立保健医療科学院

自治体事務職員等

◇コーディネート
国立保健医療科学院
◇ファシリテーター

講師

看護系大学

市町村保健師
看護系大学

◇コーディネート
国立保健医療科学院
◇ファシリテーター
◇コーディネート
国立保健医療科学院

国立保健医療科学院

※講師の都合等によりプログラムが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
※各会場の講師に関する情報は、研修専用サイト（http://www.d-wks.net/hokenshi30/）にて随時お知らせいたします。
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Ⅵ 定員

各会場 150 名

Ⅶ 応募資格
１）市町村に勤務する保健師で、管理者あるいは次期管理者として役割・機能を果たす者。
２）以下の要件を満たしていること。
・事前の遠隔講義の受講、準備資料の提出ができること。
・集合研修に全日程で出席できること。

Ⅷ 費用

受講料は無料です。なお、交通や宿泊等に係る経費は自己負担とします。

Ⅸ 応募方法
以下①～③のいずれかの方法で、Ⅻ 申込期限／準備資料及び受講者研修前アンケートの提出期限に記載の
申込期限までに、研修運営事務局（ディーワークス）宛てにお申し込みください。
①WEB でのお申込み：下記研修専用サイトの応募フォームからお申し込みください。
＜研修専用サイト＞ http://www.d-wks.net/hokenshi30/ ※６月 11 日（月）サイト開設予定
②メールでのお申込み：応募用紙（別添２）をメールに添付してお送りください。
＜メール送付先＞ 株式会社ディーワークス E-mail：hokenshi30＠d-wks.net
③FAX でのお申込み：応募用紙（別添２）を FAX で送信してください。
＜FAX 送信先＞
株式会社ディーワークス FAX：03-5835-0296
※応募用紙は上記①の専用サイトからもダウンロード可

Ⅹ 受講決定通知について
１）申込状況により、受講の可否について調整をさせていただく場合がございます。
２）受講者が決定次第、会場の地図等を記載した「受講決定通知」を郵送いたします。
（万が一受講をお断
りする場合は、その旨を連絡いたします。）
３）申込期限から２週間経っても連絡が届かない場合は、研修運営事務局までお問合せください。

Ⅺ 事前学習、準備資料及び受講者研修前アンケートについて
１）別添３に記載してあります遠隔講義 URL から講義を視聴し、事前学習を行ってください。
２）別添４－１「準備資料」については、別添４－２「準備資料の記入例」を参考に記入してください。
３）別添５「受講者研修前アンケート」を記入してください。
４）別添４－１「準備資料」及び別添５「受講者研修前アンケート」を、Ⅻ 申込期限／準備資料及び受講
者研修前アンケートの提出期限に記載の提出期限までに提出してください。

Ⅻ 申込期限／準備資料及び受講者研修前アンケートの提出期限
開催地
申込期限
準備資料及び受講者研修前アンケートの提出期限
東京都
平成 30 年６月 29 日（金）
平成 30 年８月２日（木）
大阪府
平成 30 年６月 29 日（金）
平成 30 年８月２日（木）
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